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効率化によって在庫削減や売上債権の圧縮につなげ、

キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC）の短縮を

通じて総資産回転率を高めます。味の素グループは食

品とアミノサイエンスを展開していますが、それぞれで

事業の特性は異なるため、各事業別にもROA目標を設

定しています。このように事業単位でのマネジメントも

強化しながら、財務レバレッジをグループ全体で管理す

ることで、資本効率向上に向けた取り組みを加速してい

きます。

　こうした収益性や効率性への取り組みによって、売上

高EBITDA率を13%台後半へ引き上げていくとともに、

17-19中計期間中に3,500億円レベルの営業キャッ 

シュ・フローを創出し、これを成長投資と株主還元に配

分していく方針です。株主還元については、将来にわた

る原資を確保するため、健全な財務体質の維持と持続 

的な利益成長のための投資を前提として、配当性向は

30%、総還元係数は50%以上を目途にしています。

2020年度に向けた財務戦略の考え方  

　当社は、2017-2019 （for 2020） 中期経営計画（以下、

17-19中計）において、2020年度にグローバル食品企 

業トップ10クラス入りすることを明確に宣言しました。

ASVによる価値創造を通じて社会課題を解決し続け、 

サステナブルに成長していくためにも、財務の健全性を

維持しつつ、トップ10クラスにふさわしい事業構造、財

務構造に転換していくことが必要不可欠です。社会価値

の創造を経済価値につなげ、そこから生み出されるキャッ

シュ・フローを成長領域に再投資していくことによって、

更なる価値創造に取り組み、サステナブルな利益成長を

図りながら、安定的な株主還元を実現していきます。

　収益面の強化では、2014-2016中期経営計画におい

てスペシャリティ比率を高めるべく、医薬や甘味料事業

で大きな施策に取り組んできました。しかしながら、 

動物栄養事業の計画未達が示す通り、事業構造改革は

まだ途上であり、コモディティ事業からの抜本的な転換

を加速していきます。加えて、グローバル食品企業トッ

プ10クラスの要素である「世界一であるコアな技術・ 

事業領域」を進めている中で、味の素グループはドライ

セイボリー領域でのトップ、アミノ酸市場でのNo.1を実

現してきましたが、今後は製品・サービスの質そのもの

をさらに高め、グローバルトップ3に入るカテゴリーを増

やし、ビジネスの柱をより骨太にしていくことで、収益の

強化を図っていきます。

　資本効率の観点ではROEを最重要指標としています。

ROEはROA（売上高当期利益率×総資産回転率）と財

務レバレッジの掛け算であることから、ROAを高め 

ることが重要と考えています。まずコモディティ事業か

らの抜本的な転換によって収益性の高いスペシャリティ

の拡大を加速することで、売上高当期利益率を高めま

す。同時に、ICTなどを活用したサプライチェーン全体の

グローバル食品企業 
トップ10クラス入りに向け、 
統合的かつ戦略的な 
財務マネジメントによって 
キャッシュ・フロー創出力を高め、 
重点領域への成長投資を 
いっそう強化し、安定的な 
株主還元を実現していきます。

取締役 専務執行役員

栃尾 雅也
財務戦略

キャッシュ・フロー創出

• 17-19中計期間で3,500億円レベルの営業キャッシュ・フローを創出
  ― 更なる事業構造改革の着実な遂行により、資産効率を高め、 
キャッシュ・フロー創出の効率性を向上

• 売上高EBITDA率を13%台後半へ引き上げ

2014-2016年度実績
（日本基準）

営業キャッシュ・フロー：3,425億円
EBITDA率：13.0%

•  設備投資・R&D・M&Aを三位一体でマネジメントし、成長領域へ 
傾斜配分
　― R&D：各年度で290億円程度を維持（対売上高比率2.5%程度）
　― 設備投資：3年間で約2,300億円を投資
　― M&A：戦略的M&A投資を積極的に実行
•  連結子会社の持分比率引き上げを通じた、当期利益向上を検討

計4,735億円

R&D：921億円
設備投資：1,994億円
M&A：1,819億円

•  配当性向30%を目途に、安定的かつ継続的に配当
•  総還元性向50%以上を目途に、機動的な自己株式取得を検討

成長投資

株主還元
配当性向（3年間平均）： 29.3%
総還元性向（3年間累計）：67.8%

資金調達

•  成長戦略に向け、D/Eレシオを50%程度にマネジメントしながら 
有利子負債を主体とし、資金調達を実施

D/Eレシオ：31.2%

+

確かな足跡、新たなる一歩

財務担当役員メッセージ

味の素グループらしい成長投資のあり方とマネジメントの仕組み  

　更なる利益成長に向けて、重点領域を見極めながら 

メリハリのある最適な資源配分を行っていくべく、設備

投資・R&D・M&Aを三位一体でマネジメントし、成長領

域へ傾斜配分していきます。具体的には、海外食品、 

おいしさソリューション、先端バイオ医療周辺領域を重

点領域とし、積極的な成長投資を進めていきます。

17-19中計期間では、設備投資で約2,300億円（3年間総

額）、R&Dで約290億円（各年度）を投資し、M&AはD/E

レシオを50%程度にマネジメントしながら有利子負債を

主体として戦略的に実行していきます。ただし、将来の

成長に向けて重要なM&A案件があった場合には、D/Eレ

シオ50%を超えて実施することも考えています。

　投資判断の考え方について、従来は既存事業／新規

事業を問わず、一律の基準で評価してきましたが、新規

事業／新興国については別途新たな基準を設けて様々

な観点から評価する仕組みに変えました。具体的には 

資本コストを上回る収益率を確保するという最低限の 

基準に加え、数値化が困難なカントリーリスクや新興国

事業別ROA（事業利益ベース）*1

食品

12.1%

（数値は全て2016年度実績⇒2019年度実績計画）

14.1%

日本食品
13.2% 15.9%

海外食品
11.2% 12.5%

アミノサイエンス

6.1% 8.5%

ライフサポート
4.9% 6.6%

ヘルスケア
7.9% 11.4%

ROA（事業利益ベース）

7.4% 8.8%

ROE

8.7% 9.8%

ROEおよびROA目標

*1.  全社共通費は事業別に配賦済み、全社共通資産（現預金、味の素（株）本社等）は
未配賦。
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での将来性、事業機会の大きさを分析し、多面的で総合

的な投資判断ができるようにしています。

　また、当社を取り巻くマクロ経済環境は不透明感を 

増していることを踏まえ、外部環境に左右されずに各事

業部門が最低限コミットできる戦略KPIを設定していま

す。この戦略KPIによって、例えば製品の取扱店舗数や

店舗における回転数などを事業部門ごとにモニタリング

することが可能になり、総合的な経営判断ができるよう

に仕組み化しています。

国際財務報告基準（IFRS）の任意適用について

　味の素グループは、グループ内外における財務情報の国際的な比較可能性の向上と株主・投資家の皆様をはじめと

するステークホルダーとのコミュニケーションの向上を目的として、2016年度の有価証券報告書における連結財務諸

表から IFRSを適用しています。

　味の素グループは、ASVを通じた社会課題解決の取り組みや事業戦略の意図などを各ステークホルダーの皆様と積極

的に共有し、対話を通じた相互理解を高めていくことが不可欠だと考えています。コミュニケーションをいっそう強化し、 

ステークホルダーの皆様から信頼される企業を目指します。

ステークホルダーエンゲージメント

NPO/NGO
社外有識者
など

お客様
生活者

取引先

地域社会

株主
投資家

従業員

味の素グループ

ESG説明会の開催
　味の素グループのESG情報について理解を深めていただ

き、中長期視点での対話の一助としていただくことを目的に、

機関投資家・アナリストを対象としたESG説明会を年に 

1回開催しています。2017年は3月27日に「食とアミノ酸を

通じた健康な生活への貢献」というテーマで開催しました。

ASVセッションの展開
　味の素グループの理念体系である

Our Philosophyでは、ASVを価値創造

の中核に位置づけています。従業員によ

るASVの理解を深め、浸透促進を目的

に、味の素グループ全従業員を対象に

したASVセッションを展開しています。

財務人財の育成とリーダーシップのあり方について  

　味の素グループの海外比率は売上高、事業利益とも

にすでに5割を超えています。それに伴い、足元で

BEPS*1をはじめグローバルに対応が迫られる案件が増

えており、グローバルHQと各拠点との連携がこれまで

以上に不可欠になりつつあります。また、高い専門性が

求められるケースも増えてきており、グローバルHQに

おける優秀な財務人財の確保と育成を基盤に、戦略的な

機能を集約し、イニシアチブを発揮・強化することが必

要です。国際税務をはじめとしたルール遵守の徹底もさ

ることながら、ビジネスそのものの利益率を高め、効率

的・効果的な財務戦略を実行していくという視点がます

ます重要になっています。今後は、事業利益はもとより、

当期利益の向上も目指し、その他の営業損益のマネジ

メントや業績影響の大きい連結子会社の持分比率引き

上げに戦略的に取り組んでいきます。また、こうした取

り組みは財務部門のみならず、コーポレート全体でイニ

シアチブを発揮していくことが必要です。コーポレート

全体の強化・専門性の向上とグループ横断的サポート

機能の効率化を目指してグローバル組織体制を再編し、

グループ共通費の売上高比率も2016年度の3.2%から

2020年度には2.5%とすることを目標としています。

　当社は今、2020年度にグローバル食品企業トップ10

クラス入りを確実に実現できるかどうか、その信用を株

主・投資家をはじめとしたステークホルダーから得るこ

とができるかどうかの極めて重要な期間に突入したとい

う緊張感を抱いています。私は事業部を経て、コーポ

レート部門の役員となり、このたび財務を含むコーポレー

ト統括を担当します。経営企画、財務・経理、法務などの

コーポレート部門はそれぞれが専門性を高め、戦略的に

一体化することで新たな視点を相互に取り入れながら、

プロアクティブにリーダーシップを発揮し、経営基盤の

強化につなげていきます。

*1.  Base Erosion and Profit Shifting：税源侵食と利益移転

確かな足跡、新たなる一歩
財務担当役員メッセージ

だし・うま味の味覚教室
　味の素（株）では、次世代を担う子供た

ちに、「だし」「うま味」「味覚」について、 

楽しく学んでいただく食育プログラムを

展開しています。地域密着型で、各地で

勤務する従業員が講師を務め、年間で約

100校、10,000人規模で実施しています。

*2. 2016年度営業利益（日本基準）は監査を受けていない参考数値となります。
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